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1 ．はじめに

　今日，大学（短期大学を含む．以下同じ）が果た
すべき役割として，「研究」「教育」に加え「社会

（地域）貢献」の重要性が高まっている．2006 年の
教育基本法全部改正，2007 年の学校教育法一部改正
では，共通して「大学は，（略）成果を広く社会に提
供することにより，社会の発展に寄与するものとす
る」という文言が新たに加えられた．そうした背景
には，地域が抱えるさまざまな課題に対して，大学
が持つ知的財産を最大限に活用しようとする動きが
ある1）．したがって，今後，大学が地域の課題解決
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　若年層の流出によって，人口減少，高齢化が進む熊本県において，地域が持続的に活性化する
ためには，地域を支える若年層の存在が欠かせず，その対策は喫緊の課題である．そこで，大学
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や活性化に貢献するニーズ＆サプライ機能は，社会
の中でますます重要視されると考えられる．
　一方，一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）
は，2017 年にまとめた「第 3 期教育振興基本計画に
向けた意見」（https://www.keidanren.or.jp/policy/ 
2017/049.html）の中で，「これからの時代に求めら
れる，正解のない課題に対し主体的に答えを作り出
す力や，他者に働きかけ，協働しながら，自らの考
えを深めて学習する力，自分の考えを対外的に発信
する力などを育成する上で，アクティブ・ラーニン
グが効果的である」と指摘している．
　その理由として，1 つは，日本が戦後の高度経済
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成長期から安定成長期を経て低成長期に至る今日，
いわゆる「企業戦士」と呼ばれた服従的な人材から，
多様な価値観や答えの見えない混とんとした社会の
中で，自ら解決策を見出そうとする人材に，求めら
れる人材像が変化してきたとの解釈が可能である．
　そしてもう 1 つ，これまで「研修」と称して企業
内で行われてきた人材育成が，企業に余裕がなく
なったことで縮小を余儀なくされ，代わって，企業
が大学などの教育機関に「短期間で即戦力となり得
るポテンシャルを持った人材」を求めるようになっ
たとの推測もなしうるだろう．
　加えて，経済産業省が 2006 年に提唱した「社会人
基礎力」（職場や地域社会で多様な人々と仕事をして
いくために必要な基礎的な力）という言葉が，一種
の流行語（buzzword）として大学などの教育機関に
浸透していることも，経団連が教育現場でアクティ
ブ・ラーニングを推奨する動きに重なっていると推
察される．
　ところで，大学などで実施されるアクティブ・
ラーニングの一つに PBL がある．PBL には，Prob-
lem Based Learning（問題解決学習）と Project 
Based Learning（プロジェクト学習）の 2 つがあり，
前者は「実世界で直面する問題やシナリオの解決を
通して，基礎と実世界とを繋ぐ知識の習得，問題解
決に関する能力や態度等を身につける学習」と定義
され，後者は「実世界に関する解決すべき複雑な問
題や問い，仮説を，プロジェクトとして解決・検証
していく学習」と定義される2）．
　両者には，実世界（real world）の問題解決に取
り組むことや，協働学習（cooperative/collaborative 
learning）を行うことなど共通点が多いが，相違点
もある．その一つとして，Problem Based Learning

（問題解決学習）は，今現場や社会で起こっている問
題を与えられての解決学習（例えば，手術中に患者
の容体が急変した時にどう対処するか，など）が多
いのに対して，Project Based Learning（プロジェ
クト学習）は，未来に向かっての社会的な課題解決
の学習（例えば，少子高齢化で地域が衰退していく
現状をどのように打開するか，など）が多いといっ
た，問題解決の時間的展望の違いがある．
　人文・社会科学系の学域に関しては，「未来に向
かっての社会的な課題解決」という特徴に適合して
いるとの理由から，Project Based Learning（プロ
ジェクト学習）としての PBL が実施されるケースが
多 い3）．し た が っ て，本 論 で は，PBL は Project 
Based Learning（プロジェクト学習）を指すものと
する．そして，大学教育としての PBL を主眼とし
て，近年の研究動向や，筆者が大学カリキュラムで
行ってきた PBL の実践を踏まえた上で，教育を通じ
た地域課題解決の方向性について考察することを目
的とする．

2 ．先行研究

⑴　PBL の始まり
　Wolk の研究によれば，PBL を最初に実践したの
は，アメリカの教育学者，William Heard Kilpatrick
と考えられる4）．
　コロンビア大学Teachers College（教育学大学院）
で長く教鞭をとった Kilpatrick は，1918 年に発表し
た論文「The Project Method」の中で，次のように
指摘している．すなわち，子どもたちは子どもなり
の社会の中で，一種の道徳的ストレスを抱えて生き
ている．しかるに十分なスキルを持った教師が，子
どもたちにプロジェクト学習を行うことで，そうし
たストレスから解放し，目的を持った一個人として
の人間形成につなげる必要がある．そして，学校も，
子どもたちが選んだプロジェクトに基づいて，「目的
のある活動」をさせることが重要である5）．
　同論文には “PBL” という言葉は出てこないが，今
日の PBL の源流ともいえる多くの示唆を残してい
る．また，Wolk 自身も教育現場の経験から，「何を
探求し，何を選択するかが子どもたちに託されると
き，子どもたちは本質的にやる気を出す．もちろん
喜んで力を発揮し，最高の結果を目指して努力する」
と，目的追及型の教育である PBL の有用性を指摘し
ている4）．
　このように，PBL は 20 世紀前半から教育現場で
行われてきたと考えられるが，専門用語として盛ん
に研究されるようになったのは 1980 年代以降と推察
される．例として，PBL の定義付けや学習モデル

（演習，構成，方針など）の検討を行った Morgan の
研究6），中等教育の経済学コースで「お金と銀行」に
ついての PBL を実践し，教育手法や評価方法などを
議論したBrookes and Waddingtonの研究7），学生の
動機付け，やる気の維持のためにどのようにプロ
ジェクトを設計したらよいか考察したBlumenfeld et 
al. の研究8）などがある．
　また，近年ではトルコ9）やナイジェリア10）など途
上国を対象とした研究事例もあり，今や PBL は世界
的な広がりを見せているといえる．

⑵　産学連携を中心としたわが国のPBL 研究
　わが国で PBL 研究が盛んになったのは 2000 年代
からで，特に 2010 年以降の隆盛は著しい3）．そこで，
本論では特集の趣旨に鑑み，地域課題を解決するた
めに，産学が連携した PBL 研究に焦点を当て，その
動向を俯瞰する．
ａ）授業科目での産学連携PBL
　京都光華女子大学短期大学部ライフデザイン学科
では，地元の和装婚礼衣装メーカーA社と連携して，
2 年生必修科目「ライフデザイン特論Ⅰ」の受講者
7 人を 2 グループ（A グループ 4 人，B グループ 3
人）に分け，女子学生が着たい色打掛を企画する
PBL を実践した．これは，新郎新婦との信頼関係が
重要視されるブライダル業界において，地域から必
要とされる課題解決能力を備えた人材育成を主たる
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目的としている11）．
　また，中国短期大学総合生活学科では，「ビジネス
実務総論」を受講した 1 年生 36 人を 10 班に分けて
PBL を行った．連携企業は中国地方でホームセン
ターを展開する N 社で，課題は 20～40 歳の女性農
業者が求める商品開発（農業用エプロン，帽子，カ
バン）である．農林水産省では 2013 年より「農業女
子プロジェクト」をスタートしていることから，こ
の取り組みは単なる企業支援ではなく，女性農業者
を増やして地域の農業を活性化させる目的も包含し
ている12）．
　さらに，岡山理科大学経営学部経営学科では，地
場大手スーパーB 社が岡山市内で開発を進めている
大型商業施設を題材とした PBL を実施した．具体的
には，授業科目「経営戦略」の受講者 88 人と，授業
を担当する教授のゼミ生 15 人の計 103 人を 10 グ
ループに分け，B 社が提出する課題（地域社会との
共創，共生を実現していくための，店舗，サービス
を企画開発する）に各グループが取り組み，解決策
を提案した13）．同 PBL の特徴は，学習（講義，グ
ループディスカッション，グループワーク）と報告

（中間，最終）を交互に繰り返すことで，より良い提
案に結び付けるトライアル＆エラー方式を実践した
ことである．最終報告では，B 社社員を含む 14 名が
審査員となり，優れた提案は実現化に向けて採用さ
れるなど，学生の緊張感や達成感につながる成果を
残した14）．
ｂ）ゼミ活動での産学連携PBL
　全体的に，大学カリキュラムの中で実施される
PBL はゼミ単位であることが多く3），産学連携でも
さまざまな取り組みが行われている．
　東京情報大学の堂下と加藤は，全国の酒造メー
カーにアンケート調査を行い，回答者の 4 割弱が，
水道水のみで日本酒を生産している事実に着目した．
そこで，堂下ゼミの学生と浄水器メーカー，及び井
戸水のみで日本酒を生産する地元酒造メーカーが連
携して，将来的に井戸水が枯渇した場合，高度な浄
水技術で，水道水でも変わらぬ品質の日本酒が生産
できる方法を模索する PBL を行った．これには，井
戸水から水道水に切り替えることで地域ブランドが
損なわれることを避ける目的があった15）．
　また，近畿大学の鞆ゼミでは，運動・文化施設の
経営を行う C 社から委託を受け，同社の施設が立地
する地域での広報周知手段を模索する PBL を実施し
た．活動に際しては，ゼミ生 15 人を 3 チームに分
け，それぞれ，地域に住む「学生」と「女性」を対
象としたターゲット・マーケティング，及び全体マ
ネジメントを担わせた．同 PBL の特徴は，受託調査
であることから遅延が許されないこと，またゼミ生
有志による課外活動のため，成績評価に影響しない
ことである16）．そうした条件下でも一定の成果を残
したことが地域から評価され，翌年度には地元商店
会から委託を受け，商店会及びグルメ情報サイト運
営会社 D 社と連携して，商店街活性化を目的とした
B 級グルメグランプリの企画を PBL と位置付けて実

施した．これにはゼミ生 12 人と，公募による近大生
10 名が参画した17）．
　一方，中国学園大学国際教養学部では「課題解決
型ゼミ」を開設しており，担当する佐々木ゼミの学
生 5 人が，前出12）の N 社と連携して，過疎地域の買
物弱者救済を目的とした PBL を行った．N 社は過疎
地域での移動販売を行っているが，採算性が悪い．
しかし，撤退すれば買物弱者の不便さが増し，地域
の衰退がさらに進む懸念がある．そこで，現地調査
などから採算改善に向けた提案を行ったが，同時に，
ゼミ生が過疎地域の現状を理解するきっかけにもつ
ながった18）．
ｃ）協定締結による産学連携PBL
　学校法人安城学園は，愛知県内に本社を置く製菓
メーカーE 社と地域貢献型産学連携協定を結び，そ
れを契機に，同法人が経営する愛知学泉短期大学の
食物栄養学科及び生活デザイン総合学科と E 社が連
携して PBL を実施した．
　具体的には，食物栄養学科 1 年生 47 人を 3 班に分
け，それぞれ 3 つの課題「地産地消による新規メ
ニューの提案」，「手延べ生麺のカビ発生のメカニズ
ム解明」，「栄養成分表示及び食事バランスガイドを
活用した消費者への健康情報の提供」に取り組むこ
とで，地域の食産業の課題解決に貢献するものであ
る19）．なお，メニュー開発にあたっては，生活デザ
イン総合学科の学生及び家族，親族，友人などにア
ンケート調査を行い，マーケティングリサーチの参
考資料とした20）．そして，活動の成果を E 社役員及
び同学教職員の前で報告した21）．
　なお，田中は，PBLを動かしていく枠組みとして，
協定の重要性を指摘している．協定には，お互いの
絆を確認することに加え，もしもの時などの責任の
所在や，予算の負担などもオープンになる効果があ
る．その上で，組織間の包括協定だけではなく，当
該 PBL に関して個別の協定を結び，協定書の内容原
案も学生に考えさせることで，学生の学びがより深
まると提言している22）．
ｄ）産学連携PBL の課題
　これまで，産学連携 PBL の実践研究をみてきた
が，その実施に多くの課題があることは容易に推察
される．
　一つの大きな課題は，学習成果の評価であろう．
　栁田は，「産学連携による PBL の成果を評価する
ために，どのような指標が必要か」という課題につ
いて，産学連携 PBL を受講した学生が提出したレ
ポートのテキスト分析を行った．その結果，学生の
能力に係る指標は「専門性」「社会性」「人間性」を
評価軸として，「専門性」は新商品提案の独創性や説
得性を，「社会性」は学生チーム内での協業や企業会
議への参画を，「人間性」は学習を通しての成長を，
それぞれ 5段階で評価することが望ましいとした．
一方，教員の関与に係る指標は「指導性」を評価軸
として，学生への委任，学生からの相談への対応，
学生－企業間や学生間の仲介調整を 5 段階尺度で評
価することが望ましいとした23）．そして，翌年度に
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実施した産学連携 PBL に対する学生，企業関係者，
教員の評価から，指標の妥当性を検証し，一部修正
を行った24）．加えて，連携の対象を企業から自治体
にした際の，指標の有用性についても検討した25）．
　また，鞆は，これまで成績評価に影響しなかった
課外ゼミでの産学連携 PBL を一般講義科目で実施し
た経験から，合否だけではない採点形式での成績評
価の困難性を指摘し，とりわけ企業の意見をどのよ
うに成績評価に反映するかが問題であると述べてい
る26）．さらに飯塚は，教員があらかじめ設定した枠
組みだけで評価するのではなく，学生が何を学んだ
のか，あるいは学べなかったのか，何に価値を感じ
たのか，どのような気づきを得たのかなど，学習者
の視点から定性的に評価する必要があると主張して
いる27）．
　その他の課題として，宮木は，産学連携 PBL が陥
りやすい失敗例として，「クライアント丸投げ型」

（教員の介入が少なく，クライアントへの依存が大き
い），「学生放任型」（教員，クライアントの介入が少
なく，学生の自主性に依存），「課題スタート型」（本
質的な問題を考えずに，取り組むべき課題からス
タートする）の 3 点を指摘し，教員とクライアント
の適切な介入や指導がなされなければ，PBL の教育
効果を十分に果たすことができないと警鐘を鳴らし
ている28）．また，松丸は，国の産学連携 PBL に対す
る考え方が，今もなお「技術協力による新たな研究
開発」など理系的であることを批判し，研究開発で
はない産学連携の在り方として，企業などから課題
を提示された上で，学生と教員がその解決を目指す
PBL であれば，文系でも取り組みやすいと指摘して
いる．それを踏まえ，文系領域が多い女子大学でも，
カリキュラムの一環として産学連携 PBL は十分に行

えるとしている29）．
　ところで，2015 年に，世界規模で産学連携教育の
推進を図る国際機関，WACE （the World Associa-
tion of Cooperative and Work-Integrated Educa-
tion） の第 19 回世界大会が，日本で初めて京都産業
大学で開催された．中西ほかは，同学の学生が，大
会運営のサポートや，各国からの来場者をもてなす
諸活動（これを正課外の PBL と位置付けた）に取り
組むことで，主体性の向上などに一定の成果が得られ
たことを，学生アンケートから明らかにしている30）．

3 ．本学におけるPBL の実践

　筆者はこれまで，大学のカリキュラムで，①「庄内
の農業・農村活性化プロジェクト」（2017 年度前
期）31），②「道の駅・公益活性化プロジェクト」（2017
年度後期）32），③「若者の地元（県内）定着促進に対
する課題解決策の検討」（2019 年度後期）と，3 回に
わたって PBL を実践してきた．
　それらの概要をまとめたものが表 1である．
　このうち，①②は拙稿にしたためているので，本
論では③について述べる．ただし，必要に応じて①
②も言及する．

⑴　PBL 実践の背景
　熊本県では，「『くまもとではたらく』若者の県内
定着促進プロジェクト」が，内閣府地方創生推進事
務局が進める 2018 年度地域再生計画（第 49 回）の
認定を受けた．そして，熊本県労働雇用創生課が中
心となって施策の展開に着手した．
　文部科学省「学校基本調査」によれば，熊本県に
おける，2019 年 3 月の高卒就職者の県外就職率は

表 1　筆者がこれまで実施した PBL の概要

PBL の名称 ①庄内の農業・農村活性化プロ
ジェクト ②道の駅・公益活性化プロジェクト ③若者の地元（県内）定着促進に

対する課題解決策の検討

課　題 庄内柿の販売拡大 道の駅の観光情報発信力強化 県内出身者の地元定着促進

実施校 東北公益文科大学 東北公益文科大学 熊本学園大学

科目名 競争型課題解決演習 競争型課題解決演習 演習Ⅱ（2 年生ゼミ）

開講時期 2017 年度前期（4 月～7 月） 2017 年度後期（10 月～1 月） 2019 年度後期（9 月～1 月）

経費出所 文部科学省「地（知）の拠点整備
事業（COC）」

文部科学省「地（知）の拠点整備
事業（COC）」 学内助成「クマガク GP」

連携，協力機関 JA 庄内たがわ，鶴岡市藤島庁舎
道の駅「鳥海ふらっと」，酒田河
川国道事務所（国土交通省東北地
方整備局）

熊本県労働雇用創生課，鹿児島相
互信用金庫，菊池市「域学連携」
地域づくり実行委員会

履修者 25 人 29 人 14 人

チーム数 5 チーム 5 チーム 4 チーム

主な学習手法 座学，フィールドワーク，グルー
プワーク，プレゼンテーション

座学，フィールドワーク，アン
ケート調査，グループワーク，プ
レゼンテーション

座学，フィールドワーク，アン
ケート調査，グループワーク，プ
レゼンテーション

プ レ ゼ ン テ ー
ション審査員 10 人 10 人 10 人
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40.5％で，全国で 6 番目に高く，全国値（19.4％）
を大きく上回った．また，総務省「国勢調査」によ
れば，熊本県の人口は，2010 年の 181.7 万人から
2015 年には 178.6 万人に減少し，減少数は 31,256
人であった．一方，2010 年の熊本県の 15～19 歳人
口は 9.1 万人で，同コーホートが 20～24 歳となる
2015 年には 7.5 万人と 15,647 人減少した．すなわ
ち，2010 年から 2015 年の熊本県の人口減少の約 5
割（15,647/31,256＝0.501）は，10 代後半から 20
代前半の若年層の流出超過によるとの解釈も可能で
ある．
　このように，10 代～20 代を中心とした若年層の流
出によって，人口減少，人口の高齢化が進む熊本県
において，地域の継続的な活性化を図っていくため
には，地域を支える若年層の存在が欠かせない．そ
の対策は喫緊の課題である．
　そこで，本学が教育改革および教育の質向上を目
的として創設した「クマガク GP（Good Practice）」
の助成を得て，筆者が担当する 2019 年度秋学期科目

「演習Ⅱ」（2 年生ゼミ）において，「熊本県で若者の
地元（県内）定着を促進するには，どうすればよい
か」という，熊本県が抱える重要な地域課題の解決
に学生が取り組む PBL を実施した．
　なお，本演習（表 1 の③）と①②の違いは，外部
との関わりである．①では，庄内柿の販売減少に悩
む JA 庄内たがわが，鶴岡市藤島庁舎を通して東北
公益文科大学に解決策を依頼した．一方，同じ時期
に東北公益文科大学では，地域指向型の大学づくり
を目指す，文部科学省「地（知）の拠点整備事業

（COC）」の採択を受けて，新たに「競争型課題解決
演習」を開設した．そこで，JA，市，大学の三者が
連携する形で，筆者が担当する同演習において，庄
内柿の販売拡大に向けた解決策の提案を目的とした
PBLを実施することとなった．同様に，②でも，観

光情報の発信力を強化したい道の駅「鳥海ふらっと」
が，国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所
を通して東北公益文科大学に相談して，筆者が担当
する同演習での PBL の実施に至った．
　それに対して，本演習は，最初に筆者が課題を設
定し，クマガクGPの採択を得た段階で関係機関（熊
本県労働雇用創生課など）に赴き，連携，協力を要
請した．つまり，①②と異なり，本演習は大学側が
最初に動いた PBL といえる．

⑵　PBL の具体的内容
　PBL としての本演習は 15 回の授業で構成される．
その内容を示したものが表 2である．基本的には，
表 1 の①②で実施した内容に準拠したものとなって
いる．
　大きな流れとして，まず，今日の日本及び熊本県
が抱える人口問題（とりわけ，地方圏における若者
の地元離れ）について，座学を通した基礎的学習を
行った．その上で，若年層の県内定着に取り組む行
政担当者や，地域の活動団体を招聘しての実践的な
学び，本学学生を対象としたアンケート調査の実施
と分析，先進地へのフィールドワーク，学生同士に
よるグループワークなど，さまざまな学習手法を取
り入れながら，課題解決策を練り上げた．そして，
最終回ではパワーポイントを用いて，演習関係者を
前に学習成果のプレゼンテーションを行い，得られ
たコメントなどを次年度以降の学習に生かしていく
こととした．
　以下では，各回の取り組みについて詳述する．な
お，本論の目的は PBL の実践プロセスを論ずること
にあるため，アンケート調査の結果や，プレゼン
テーションでの課題解決策の提案内容など，具体的
なアウトプットには触れない．

表 2　演習Ⅱ「若者の地元（県内）定着促進に対する課題解決策の検討」の内容（15 回）

日　程 内　容 学習方法

第 1 回，第 2 回 ガイダンス及び自己紹介

第 3 回 講義「戦後日本の人口移動」（筆者） 座学

第 4 回 講義「若者の地元定着」（筆者） 座学

第 5 回 実践講義「若者の県外流出と熊本県の施策について」
（講師：熊本県労働雇用創生課） 座学

第 6 回 実践講義「若者の地元回帰を促進する取組み事例について」
（講師：鹿児島相互信用金庫） 座学

第 7 回 これまでの振り返りとチーム分け，アンケート調査に向けた準備

第 8 回，第 9 回 「若者の地元定着」に関するアンケート調査票の作成 グループワーク

第 10 回 菊池市視察（協力：菊池市「域学連携」地域づくり実行委員会） フィールドワーク

（この間）筆者の担当科目「経済地理学」で，受講生（約 140 人）を対象にアンケート調査を実施

第 11 回，第 12 回 アンケート調査票の入力，集計，分析及び中間報告会 グループワーク

第 13 回，第 14 回 プレゼンテーション資料の作成 グループワーク

第 15 回 成果報告会 プレゼンテーション
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ａ）第 1回，第 2回（ガイダンス及び自己紹介）
　第 1 回はガイダンスとゼミ生自己紹介，第 2 回は
ゼミ生自己紹介の続きを行った．
　本学のカリキュラムでは，必ずしも PBL が盛んと
はいえない．したがって，ほとんどの履修学生が
PBL のことを知らない．そこで，ガイダンスでは，
まず「PBL とは何か」の説明から始めた．ここで注
意したのは，説明を通じて学生に問題意識と好奇心
を持たせることである．これらを持たないまま PBL
を進めると，学生は受け身の状態から脱却できず，
結果的に有益な解決策を提案できなくなると懸念さ
れたからである．
　また，本演習の課題は「熊本県で，若者の地元

（県内）定着を推進するにはどうしたらよいか」であ
るが，ただ課題を提示しただけでは，先行研究28）の
失敗例が示すように，課題ありきの PBL となってし
まう．それゆえ，若者の地元定着はなぜ重要なのか，
逆に，若者が地元に定着しないとどのような問題が
発生するのか，しかし一方で，地元に残るか残らな
いかは本人の自由であり，定着を強要することはで
きない，しからば，若者が地元に「残りたい」と思
わせるにはどうしたらよいか，といった問いかけを
重ねることで，学生が問題の本質に踏み込んで，問
題意識や好奇心を持てるように工夫した．
　次に，本演習はチーム単位で行うことを伝えた．
すなわち，14 人の履修学生を 3～4 人ずつ 4 つの
チームに分けて，アンケート調査やプレゼンテー
ション資料の作成などをグループワークで行うこと
とした．ただし，後述の理由から，ガイダンスでは
チーム分けを行わなかった．
　もう一つ，ガイダンスで伝えたことは成績評価の
方法である．本学の成績評価（100 点満点）は，上
から「S：90 点以上」「A：80～89 点」「B：70～79
点」「C：60 点～69 点」「D：59 点以下」で，「C」以
上が合格（単位取得）となる．
　評価は主に，出席状況や，授業中の積極的な発言
といった学習意欲を軸とするものの，そこでの最高
点は 89 点とした．そして，最終回のプレゼンテー
ションで，演習関係者が審査員となって採点を行い，
優勝チームは全員に 11 点プラス，準優勝チームは全
員に 6 点プラスすると伝えた．
　つまり，4 チームの競争で，優勝か準優勝しなけ
れば「S」は取れない．なお，PBLの成績評価の困
難さは先行研究が示すところであるが 26），こうした
ボーナス方式は，表 1 の①②の PBL でも実施してお
り，学生が優勝を目指してモティベーションを上げ
るのに一定の効果を発揮したことから，本演習でも
取り入れることとした．
　続くゼミ生自己紹介では，出身地（出身高校），所
属サークル，高校までの部活動，自己アピールなど
を尋ねた．ここでは，単なる一問一答ではなく，筆
者も学生に質問しながら，一人に対して数分以上の
時間を割いた．その理由は，学生の人となりを理解
して，グループ分けの参考にするためである．

ｂ）第 3回～第 6回（座学）
　巷間では，座学（講義）をアクティブ・ラーニン
グの対極に位置付ける向きもある．例えば，中央教
育審議会が 2012 年に取りまとめた答申「新たな未来
を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学
び続け，主体的に考える力を育成する大学へ～」

（https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo0/toushin/1325047.htm）で は，ア ク テ ィ
ブ・ラーニングの定義を「教員による一方向的な講
義形式の教育とは異なり，学修者の能動的な学修へ
の参加を取り入れた教授・学習法の総称」としてい
る．
　しかし，講義を真剣に聞いて知見を得ようとする
姿勢も「能動的な学修」であり，しからば講義もア
クティブ・ラーニングといえる．したがって，筆者
の PBL では必ず講義を組み込むことにしている．課
題に取り組む前に，課題の背景となる知識や理論を
吸収することは，解決策の提案が「思い付き」にな
らないために必要不可欠な工程である．
　そこで，表 2 のとおり，第 3 回と第 4 回では，人
口移動に関する基礎的学習として，筆者が講義を行
い，続く実践講義（第 5 回，第 6 回）では，連携，
協力機関である熊本県労働雇用創生課と鹿児島相互
信用金庫の職員を外部講師として招聘し，実践者の
立場から講義を行ってもらった．
ｃ）第 7回（チーム分けなど）
　履修学生のチーム分けは，グループワークの進行
や成果報告会の結果に影響を及ぼしかねない重要な
作業と位置付けられる．
　表 1 の①②では，初回のガイダンスでチーム分け
を行った．①では，履修者名簿に沿って筆者が機械
的に振り分けた後，1 分間のシャッフルタイムを設
けて学生に再編成を許可した．その結果，「仲良し
チーム」とそうでないチームで取り組み姿勢に格差
が生じ，成果報告会の優勝，準優勝チームも「仲良
しチーム」となった．その点への不満を，事後レ
ポートで学生から指摘された．そこで，②では履修
者名簿に沿った機械的な振り分けにとどめた．しか
しながら，学生の個性を全く考慮しなかったために，

「打ち解けられるチーム」とそうでないチームができ
てしまい，①と同様，グループワークや成果報告会
に影響が出てしまった．
　そうした反省を踏まえ，本演習では座学を終え，
グループワークに入る前の第 7 回にチーム分けを
行った．そこでは，自己紹介での対話から得られた
情報（出身地や部活，趣味など）に加え，これまで
の出席状況や，筆者が担当する別科目（経済地理学）
の履修状況も勘案しながら，偏りが生じないように，
14 人の履修学生を 3～4 人の 4 チームに振り分けた．
　続いて，各チームで「リーダー」（チームの統率，
事々の進行），「書記」（事々の記録），「発表」（事々
の取りまとめと発言）の係を決めさせた．これは，
チーム活動を機能的に行うとともに，学生にチーム
内での役割意識を持たせることが目的である．
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ｄ）第 8回，第 9回（アンケート調査票の作成）
　表 1 の②では，道の駅「鳥海ふらっと」の利用者
に対して，観光情報の発信に関するアンケート調査
を実施した．そして，ある課題に対して，その対象
となる相手に直接意見を聞くことは大きな意味があ
ると確認された．
　そこで，本演習でも，「若者の地元定着を促進す
る」という課題を検討するには実際に若者の意識を
問うのが良いと判断し，筆者が担当する別科目（経
済地理学）の受講生（約 140 名）を対象に，アン
ケート調査を実施することとした．
　本演習で最初のグループワークとして，各チーム
に調査票を作成させた．ただし，ほとんどの学生が
アンケートの作成は初めてだったので，まず筆者が
アンケート作成法の基礎について講義を行った．
　なお，各チームで合計 4 通りのアンケートを同時
に回答させるのは，別科目（経済地理学）の受講生
に大きな負担をかけることから，調査票は A4 紙で
1 枚とし，「何を聞いたら解決策の参考になりそう
か」を基本に，質問項目を厳選するよう指示した．
　各チームが教室のパソコンで作成した調査票は，
筆者が印刷して，別科目（経済地理学）の講義で受
講生に配布，その場で回答してもらって回収した．
回答は任意で，回収率は 7 割弱であった．
ｅ）第 10回（フィールドワーク）
　フィールドワークでは，休日を利用して，本学か
らバスで約 40 分の距離にある熊本県菊池市を訪れ
た．同市は，行政，地域住民，大学（熊本県立大学
など）が連携して地域の活性化に取り組んでいる．
現地では，菊池市「域学連携」地域づくり実行委員
会のスタッフから，活動内容について話を聞くとと
もに，市民広場や集会場など，ハード事業で整備し
た活動拠点を見学した．
　菊池市の活動は，必ずしも直接的に若者の地元定
着を目指すものではないが，活動を通じて地域が元
気になることが，結果的に若者の地元定着を促進し
うる可能性があるということで，学生も得るところ
が多かったと考えられる．
ｆ）第 11回，第 12 回（アンケート調査票の入力，
集計，分析及び中間報告）

　別科目（経済地理学）で実施，回収したアンケー
ト調査票を各チームに渡し，表計算ソフトを使って
入力，集計，分析するよう指示した．そして，分析
結果及び，講義やフィールドワークで得た知見から，
課題に対してどのような解決策が提案されるかを
チーム内で議論し，それを発表して他チームと意見
交換する中間報告会を実施した．
　各チームが優勝を目指して作業を進める中，一見
すると手の内を明かすような手法であるが，意見交
換を通じて各チームが提案の内容を見直すことで，
全体のレベルの底上げを図る目的があった．
ｇ）第 13回，第 14 回（プレゼンテーション資料作
成）

　一連の作業を終え，成果報告会に向けたプレゼン
テーション資料（PowerPoint）の作成を指示した．

　資料の作成に当たっては，事前に 3 つの注意点を
指示した．1 つは，プレゼンテーション審査員は，

「発表の分かりやすさ」「提案内容の具体性」「提案内
容の実現性」の 3 項目で採点するため，それらを意
識した構成にすること，1 つは，アンケート調査の
分析で作成した図表を必ず盛り込むこと，そしても
う 1 つは，発表時間は 10 分なので，時間内に収まる
よう構成を工夫することである．
　各チームが作成したプレゼンテーション資料は筆
者のUSBに保存し，成果報告会で用いるノートパソ
コンに前もってコピーした．これは，成果報告会で
の時間短縮を図るためである．
ｈ）第 15回（成果報告会）
　最終回の，成果報告会のプログラムは表 3のとお
りである．

表 3　成果報告会のプログラム

13：00 趣旨説明（山口）

13：10 A チーム発表（発表 10 分，質疑 5 分⇒以下同じ）

※発表が終わったら，次の発表までに審査表で採点
⇒以下同じ

13：25 B チーム発表

13：40 C チーム発表

13：55 D チーム発表

14：10 休憩（審査表集計）

14：20 優勝・準優勝チーム発表

14：25 講評（熊本県地域振興課長）

14：30 終了

　成果報告会には，行政関係 3 人，信用金庫関係 3
人，本学関係 4 人の参加があった．この 10 人が審査
員となって，各チームの発表に対して質疑と採点を
行った．採点項目は，「発表は分かりやすかったか」

「提案内容は具体的だったか」「提案内容は実現でき
そうか」の 3 つで，あらかじめ配布した採点表に，
それぞれ 5 段階評価で丸を付けてもらった．なお，
本学関係には他教員のゼミ生も含まれるが，これは，
学生目線での審査も重要と考えたからである．
　全チームが発表後，筆者が採点表を回収し，その
場で入力，総得点を集計して，優勝，準優勝チーム
を発表した．

4 ．PBL の実践に対する評価

⑴　審査員の評価
　成果報告会終了後，審査員に，本演習の評価に関
するアンケート調査に回答してもらった．質問は，

「学生の提案において評価できる点」と「学生の提案
において物足りなかった点」である．
　全員の記述を縦覧したところ，評価できる点とし
ては，「限られた材料の中で，各チームともよく議論
を重ねてプレゼンテーションにまとめ上げた様子が
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伺われ，高く評価できる内容だった」といった，定
められたカリキュラムで一定の到達点に達したこと
を指摘する意見が多かった．また，「言葉遣い，話し
方がすごくしっかりしていて良かった」という，報
告態度を評価する意見や，「優勝班は，かなり突っ込
んだ提案をされていて面白かった」という，個別の
報告に対して言及する意見もみられた．
　一方，物足りなかった点としては，「アンケート調
査票の作りこみが不十分で，分析結果が目指す課題
解決の提案に十分結びついていない」といった，ア
ンケート調査の不備を指摘する記述が目立った．ま
た，採点項目にあるように，「全体的に提案が抽象的
な気がした」といった，具体性を疑問視する意見や，

「誰が提案内容を行うのかについて言及していない」
といった，実現性を疑問視する意見も散見された．

⑵　学生の評価
　学生に対しても，成果報告会終了後にレポートを
課した．テーマは，「演習を通じて頑張れた点，役に
立った点」と「演習を通じて頑張りが足らなかった
点，こうして欲しかった点」をまとめることである．
　全員の記述から，「頑張れた」「役に立った」点と
して最も多かったのは，「もともと人とのコミュニ
ケーションが苦手だけど，グループワークを通じて
チームメイトとコミュニケーションが図れた」など，
コミュニケーション力の向上に関する記述であった．
　また，「若者の地元定着という地域課題について深
く考えることができた」，「プレゼンテーションでの
審査員の指摘を今後に活かしていきたい」といった
意見からは，課題に対する問題意識と好奇心の高ま
りを感じ取れた．
　一方で，「頑張りが足りなかった」「こうして欲し
かった」点としては，「グループワークで，あまり自
分の意見を出すことができなかった」「もう一人の書
記に，仕事を少し押し付けてしまった」といった，
取り組み姿勢を反省する記述や，「成果報告会の前
に，発表練習の時間が欲しかった」「先生の話が長
かったため，作業の時間が少ないように感じた」と
いった，内容の物足りなさを指摘する記述が目立っ
た．
　審査員と学生の批判的な意見を総合的に解釈する
と，最後は時間不足に帰結する．それは，一科目が
90 分×15 回という決められたシラバスに起因すると
ころもあるが，「先生の話が長かった」という意見に
象徴されるように，教員である筆者が学生の理解度
を過小評価していたことで，逆に指導時間が不足す
る事態が生じたことも看過できない問題である．
　今後は，限られた時間でより効率的かつ効果的な
学習プログラムを構築する必要があろう．

5 ．おわりに

　今回の PBL（演習）で得られた成果は，大きく 3
点にまとめられる．
　まず，多様な主体の参加である．

　実践講義では，熊本県労働雇用創生課及び，鹿児
島相合信用金庫の職員が来学して，官民それぞれの
立場から，本事業に関する取り組みについて講義し
た．その上で，学生に課題解決に向けた問題提起を
行った．また，熊本県菊池市へのフィールドワーク
では，菊池市「域学連携」地域づくり実行委員会の
スタッフによる協力のもと，活動内容を学習すると
ともに，地域づくりの一環で整備した施設などを見
学して見分を広げた．さらに，成果報告会では，県
庁職員，菊池市「域学連携」地域づくり実行委員会
スタッフ，信用金庫職員，本学教員，他ゼミの学生
など 10 人が「聴衆＝審査員」となって，学生の発表
を採点した．
　このように，PBL の進行にあたって，学内外から
多くの方々に参画してもらうことで，学生に外部と
の関わりを意識づけることができた．
　つぎに，学生の意識の変化である．
　本演習では，履修学生を 3～4 人ずつ 4 チームに分
けてグループワークを行ったが，成果報告会終了後
の学生レポートでは，コミュニケーション能力の向
上に手ごたえを感じた記述が散見された．また，成
果報告会で優勝したチームのリーダーが，「優勝でき
たのはチームメイトのお陰」とコメントしたのも印
象的であった．社会に出れば，チームで仕事をする
機会が増えることから，社会人基礎力の観点からも，
PBL の効果があったと考えられる．
　加えて，学生レポートでは，「若者の地元定着とい
う地域課題について深く考えることができた」，「プ
レゼンテーション後の審査員の指摘を今後に活かし
ていきたい」といった記述も見られ，今後の学習に
向けた問題意識や好奇心が，一定程度醸成されたこ
とも指摘しうる．
　最後に，地域社会のニーズの手応えである．
　成果報告会後の審査員アンケートからは，「2 年生
でこうした取り組みは貴重である」，「取り組みの継
続を望む」といった記述がみられ，本演習の課題に
対する社会的ニーズを汲み取ることができた．
　ただし，本演習では筆者が独自に課題を設定した
ため，それが連携機関などの最重要課題であったか
は定かでない．したがって，今後は連携機関などと
コンタクトを密にしながら，解決してほしい課題を
発掘する必要があるだろう．それによって，学生側
にも，連携機関などの期待に応える緊張感が芽生え
ると考えられる．
　以上を踏まえた上で，大学教育における継続的な
PBL の在り方を議論したい．
　3 年間（3 年度間），ほぼ同じメンバーで PBL に取
り組む場合，1 年目（初年度）は，教員が与えた共
通課題に対して，メンバー全員が解決策に取り組む．
調査方法も教員が指示する．連携機関との交渉や調
整も教員が行う．学生にとっては受動的であるが，
メンバーを複数のチームに分け，解決策を競わせる
ことで，チーム内での結束が強まり，同時に学習ス
キルも高まり，全体的に解決策のレベルが向上する
と考えられる．
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　2 年目（次年度）は，チームごとに独自で課題を
設定し，その解決策に取り組む．具体的な調査方法
はチームで話し合って実行し，連携機関との交渉や
調整もチームで行う．最終的には報告会を経てチー
ムレポートにまとめる．1 年目に比べて，学生の能
動性が強く求められると同時に，チームワークがよ
り重要になる．
　3 年目（最終年度）は，メンバーの一人一人が独
自に課題を設定し，その解決策に取り組む．具体的
な調査方法も各自が決める．連携機関との交渉や調
整も個人で行う．活動単位は個人だが，他の主体と
協働して課題解決に取り組むことに変わりはなく，
これも PBL の一形態といえる．ここでは，個人の能
動性が極めて強く求められ，最終的には報告会を経
て個人レポートにまとめる．ゼミの 4 年生であれば，
それは卒業論文に結実するだろう．
　筆者はこれを「段階的 PBL」と呼ぶ（図 1）．すな
わち，活動単位が全体からチーム，個人へと縮小し，
同時に，取り組み姿勢が受動的から能動的に移行す
ることで，次第に学生の意識やスキルが向上して，
結果，地域課題の解決に貢献しうる人材が育つと考
察される．
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図 1　「段階的 PBL」の課題設定モデル

　ただし，全体を通じて教員の適切な指導は欠かせ
ない．特に，2 年目以降は，学生が正しい方向に
レールを敷設できるように，学生の前方に明かりを
ともす役割が求められよう．
　なお，本論で PBL に取り組んだ，筆者の 2 年生ゼ
ミ 14 人は，2020 年 4 月に 3 年生になった．段階的
PBL では現状，1 年目を終え，2 年目のスタートを
切ったところである．3 年目を終えた段階的 PBL の
成果については，いずれ別稿に譲りたい．
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